
 

                           

学部学科 講師名 テーマ 

 

学部学科 講師名 テーマ 

経済学部 

経済学科 
柳原 剛司 「公的年金制度は、払い損？」 

経済学部 

経済学科 
間宮 賢一 「経済効果」ってなんですか 

経営学部 

経営学科 
松下 真也 会計学ってどんな学問？ 

経営学部 

経営学科 
苅谷 寿夫 製品の競争と仕組みの競争 

人文学部 

英語英米文学科 

Bruce William 

Lander 

How Can English Change Your 

World? 

人文学部 

英語英米文学科 

Jay Scott 

Ercanbrack 

Exploring New Worlds through 

English: A Journey to Hawai’i 

人文学部 

社会学科 
石川 良子 社会学の入口に立ってみよう 

人文学部 

社会学科 
小松 洋 社会学っておもしろい!? 

法学部 

法学科 
松田 龍彦 

犯罪はどれくらい起き、どう解決

されているのか 

法学部 

法学科 
甲斐 朋香 

投票に行こう！？―えひめ・選挙

権の変― 

薬学部 

医療薬学科 
山口 巧 

スポーツと薬〜スポーツ選手の意

識に潜むドーピング違反の危険性

〜 

薬学部 

医療薬学科 
水間 俊 飲んだ薬の行方 

 

松山大学オープンキャンパス模擬講義テーマ一覧 



 

学部学科 講師名 テーマ 内容 

経済学部 

経済学科 
柳原 剛司 「公的年金制度は、払い損？」 

公的年金制度が危機的な財政状況にあることを、テレビや新聞などの報道で目にしている

と思います。「自分たちの世代は払うだけ損」「年金保険料を払うよりも自分で貯金していた

ほうがいい」と思っていませんか。この模擬講義では、主に年金制度がもつ機能の側面から、

日本の年金制度の仕組みやその問題点を解説します。また、積立方式や税方式の導入など、

よく提示される年金改革提案についても取り上げ、そのメリットとデメリットを解説します。 

経営学部 

経営学科 
松下 真也 会計学ってどんな学問？ 

みなさんは、企業の利益を計算できるでしょうか？例えば、2つの商品を 200円で購入し、

そのうち 1 つを 150円で販売した場合、企業の利益はいくらになるでしょうか？実は、この

問題に対する答えは複数個存在しますが、その答えを提供するのが会計学です。本講義では、

①会計学の役割を知る、②簡単な例を用いて企業の利益を実際に計算してみる、③実際に起

こった出来事から会計学上の利益の性質を考える、④社会における会計学の評価を知ること

で、会計学がどのような学問かを学習します。 



学部学科 講師名 テーマ 内容 

人文学部 

英語英米文学科 

Bruce William 

Lander 

How Can English Change 

Your World? 

This interactive session will introduce a video clip that shows how English and learning a 

foreign language has influenced the lives of many of us in Matsuyama University.  For 

us, learning a foreign language has changed our lives allowing us to travel, make friends 

and learn in any country we choose.  Through this video you can see the huge benefit 

that learning a foreign language can have on your life, confidence and outlook of the 

world.  You will also be introduced to several of the foreign language teachers in our 

department.  There will be some audience participation that hopefully you can help out 

with.  You can also gain an insight into what styles of teaching and learning we use 

here.  From group work, collaborative exercises, to e-learning, ICT, drama and academia, 

there is something for everyone at every level with us.  So, please come to this session to 

see how English and Matsudai can change your world. 

人文学部 

社会学科 
石川 良子 社会学の入口に立ってみよう 

「社会学」とはどんな学問だろう？そのエッセンスを一言でいうなら、それは「あたりまえ」

に驚いてみること。普段は意識することのない「あたりまえ」に目を向けるのが社会学です。

たとえば、どうして道で行き交う人とぶつからずに歩けるのだろうか？どうして友だちとの

おしゃべりを楽しめるのだろうか？そういう日々の何気ないことにあえて引っかかってみる

ことから社会学は始まります。社会学のフィルターを通すと、日常がいつもとはちょっと違

ったように見えてくる。その入口に皆さんをお誘いしたいと思います。 



学部学科 講師名 テーマ 内容 

法学部 

法学科 
松田 龍彦 

犯罪はどれくらい起き、どう解

決されているのか 

 ニュースを見ると、犯罪と裁判の話題には事欠かない。一方で、身の回りに犯罪が頻発し

ているという話はあまり聞かず、被害者への同情も、犯罪者への怒りも、身近に感じる人は

まれである。 

 では、ニュースに出てくる犯罪をどう「処理」する仕組みがあり、法学部ではこれらをど

う教えているのか。また、「普通の市民」は、犯罪とその処罰（裁判）とどう向き合い、どう

「折り合って」いくべきだろうか。 

 この模擬講義にて、少しでも「法の仕組み」を感じ取っていただけたら幸いである。 

薬学部 

医療薬学科 
山口 巧 

スポーツと薬〜スポーツ選手

の意識に潜むドーピング違反

の危険性〜 

 

今年はリオデジャネイロでスポーツの祭典オリンピックが開催されます。素晴らしいスポ

ーツ競技の反面、毎回ドーピング違反という残念なニュースも流れてきます。現在のドーピ

ング違反の基準では、故意であろうとなかろうとドーピング違反薬物の摂取が認められれば、

処分を受けなければなりません。今回の模擬講義では、日本におけるドーピング違反と医薬

品の関係やドーピング違反が生じる原因について考え、ドーピング違反をなくすために薬剤

師はどのような役割を担っているのかということについて考えてみたいと思います。 



 

学部学科 講師名 テーマ 内容 

経済学部 

経済学科 
間宮 賢一 「経済効果」ってなんですか 

 「経済効果」という言葉を新聞・テレビ等でよく見かけます。たとえば，2020年の東京オリ

ンピックの経済効果が 20 兆円である（森記念財団 都市戦略研究所）とか，毎年開催される

愛媛マラソンの今年の経済効果が 4 億 5000 万円である（いよぎん地域経済研究センター）と

かです。この模擬講義では，日本経済の屋台骨を支えている自動車産業を例に経済効果の考え

方をお話します。経済学とはどのような学問なのか，この模擬講義でその一端をご紹介できれ

ばと考えています。 

経営学部 

経営学科 
苅谷 寿夫 製品の競争と仕組みの競争 

 企業は市場競争での生き残りをかけて、たくさんの新製品を市場に投入している。その競争

には製品という目に見える競争と、製品を造り販売する一貫した流れである事業の仕組みの競

争がある。例えば、消せるボールペンは画期的な製品であるが、それは製品そのものの革新性

であって、ボールペン事業の仕組みは従来通りである。一方、アップルの iPod は製品そのも

のは革新的ではないが、コンテンツを販売する仕組みとして革新的である。製品の競争と仕組

みの競争の違いについて、事例を交えながら概説を行う。 



学部学科 講師名 テーマ 内容 

人文学部 

英語英米文学科 

Jay Scott 

Ercanbrack 

Exploring New Worlds 

through English: A Journey 

to Hawai’i 

Students in the Department of English at Matsuyama University are able to choose from a 

wide variety of seminar courses. Seminar topics include English education, linguistics, 

international development, British and American literature, and American and Hawaiian 

Studies. In this presentation, students from the Hawaiian Studies seminar, along with 

their teacher, will introduce you to Hawai’i, the “Aloha State.” You will also hear about 

students’ experiences studying abroad, in Hawai’i and elsewhere. 

 

We hope you will learn a lot about Hawai’i today. ‘E komo mai’--Welcome to our 

presentation! 

人文学部 

社会学科 
小松 洋 社会学っておもしろい!? 

 社会学は人が関わる世の中のありとあらゆる出来事を研究対象としています。この講義で

は、自分がどれだけの「役割」をもっているかといった身近な例から始めて、社会学の基本的

な考え方の一端を紹介します。地位・役割期待・規範・秩序などといった言葉が出てきますが、

心配ありません。ちゃんと説明します。（松山大学の）社会学科で何を学べるんだろうと疑問

を感じている人が、なるほどこういう見方ができるのか、社会学っておもしろそうだなあと思

ってもらうことが講義の目的です。 



学部学科 講師名 テーマ 内容 

法学部 

法学科 
甲斐 朋香 

投票に行こう！？―えひめ・

選挙権の変― 

低迷傾向にある若年層の投票率。 

全国初・期日前投票所が設置された松山大学における選挙啓発の取り組みを中心に、公選法改

正も含めた近年の制度改正や、さらなる課題についてもお話したいと思います。 

薬学部 

医療薬学科 
水間 俊 飲んだ薬の行方 

飲んだ薬はその後、体内でどうなるのでしょうか。いつまで体内にあるのでしょうか。ある薬

は１日３回飲まなければならなかったのに、別の薬は１日１回で良いことがあります。どうし

てでしょうか。また、飲むのでは無く、痛い注射をしなければならないときがあります。なぜ

でしょうか。模擬講義では、そのような疑問についてお答えします。さらに、薬学を学んだ“薬

の専門家”は社会のどのような分野で活躍しているのでしょうか。合わせてお話します。 

 


